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テンセントは粤港澳大湾区戦略従来の強固な支持者であるT
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「粤港澳大湾区計画
綱要」が発表

粤港澳大湾区建設
指導チームは８つの
最新施策を決定

港珠澳大橋が正式に
開通

広深港高速鉄道
の香港域内区間

が開通

粤港澳大湾区建設指
導チームが成立、第
１回全体会議を開催

中央経済活動会議
で粤港澳大湾区の
建設を重点活動
として明確化

十九大報告で「粤港
澳大湾区」の建設

と言及

政府活動報告で粤港
澳大湾区都市圏発展
計画の研究策定

と言及

国務院は「汎珠江デ
ルタ地域協力の深化
に関する指導意見」

を公布

国家「第13次5カ年計
画」綱要は初めて粤
港澳大湾区の建設

を提出

• 馬化腾氏より中国「両会」での提案：香港の「スーパーコンタ

クター」の役割を発揮し、テクノロジー産業の橋渡にすること; 

大湾区を中国企業がグローバル化するための「橋頭堡」にす

ること;グローバルな影響力を持つ「テクノロジー湾区」を構築

すること

• テンセントは「第一回粤港澳大湾区フォーラム」を主催し、国

内外のさまざまな政治界や経済界の代表が香港に集まり、

世界的なテクノロジー湾区を構築するための提案をした

2017年
• 馬化腾氏より中国「両会」での提案：大湾区に企業国際本部設置の奨

励;「クラウド湾区」の構築；インターネット、ビッグデータ、人工知能など

の先進技術を中心都市での応用普及の推進

• テンセントは「粤港澳大湾区金融科学技術フォーラム」を開催し、大湾

区金融科学技術革新実験室とテンセント金融学院(香港)を設立した

• 汎珠江デルタ「9+2」省（区）はテンセントと連携で「汎珠江デルタデジタ

ル行動」をスタートし、汎珠江デルタ地区におけるデジタル政務、ビッグ

データなどの分野の発展を加速させる

2018年

• 馬化腾氏より中国「両会」での提案：「湾区開発銀行」の設

立、「湾区人材プログラム」の実行、青年人材の交流促進、革

新的な人材の育成、「湾区易行」推進による3エリアの通行と

生活の便利化の実現

2019年



国際経験から学び、「1234」の独特な優位性を発揮T

ニューヨーク
ベイエリア

ウォールストリート
を中核とする「金融

湾区」

サンフランシスコ
ベイエリア

ハイテク産業を中核と
する「テクノロジー湾

区」東京
ベイエリア

港群を中核とす
る「総合湾区」

世界的に影響力を持つ
国際科学技術革新センター

４つの中心都市

３つの関税エリア、３つの法制エリア、３つの通貨

２つの制度

1つの国

活気に満ちた世界的な都市圏

「一帯一路」建設の
重要なサポータ

中国本土と香港マカオ
全面協力モデル区

生活にも職業にも旅行にも
適する高品質な生活圏

世界三大ベイエリアの成功経験
から学ぶ

• 港湾経済はベイエリアのスタートの最初の原

動力である

• 発達した交通ネットワークは経済発展の基礎

である

• 豊富な教育資源と優れた革新的なメカニズム

• ベンチャーキャピタルは革新的なエコシステ

ムを構築するための必須な一環である

• 全体計画は湾区の協同発展に有利である

• 業界の権威機関の着地は産業集積に有利で

ある

粤港澳大湾区の独特な優位
性を発揮

• 法制上の差異は粤港澳大湾区の特色と

優勢の所在である

• 各自の特長、優勢を組合せ、総合的な

競争力を育成

• 制度と政策革新を通じて、「1234」背景の

規制融合を促進

• 生産要素の流動と人員往来の便利化を

促進



テンセントはユニークな大湾区「スマート生活圏」を構築T
スマート政務

• テンセント社は「粤省事」というミニプロ

グラムをリリースし、広東省居住者はワ

ンクリックで約600個の公共サービスを

取り扱う可能

• 「粤省事」は「粤港澳大湾区サービスエ

リア」を設置し、57個の発生率高いの政

務サービスを提供している

• WeChat都市サービスの中、出入国サー

ビスの広東省利用経験者の累積数は

1300万人超過

スマート交通

• テンセント乗車QRコードは既に大湾区

に全面的に導入済

• 港珠澳大橋、広深港高速鉄道及び広

州、深圳、珠海のターミナルは全部

WetChat Payの利用が可能

• 深セン五大の陸上税関は無感覚な

WetChat Payを入れ組んでいる

• 広東省高速道路料金所の70％は

WetChat Payの利用が可能

スマート旅行

• WeChat香港ウォレットは、香港ユーザー

による中国本土でのモバイル決済を一番

早く実現させ、香港から本土への旅行ニ

ーズを大いに便利化出来ている

• 現在百万近くの店舗に接続、オンラインと

オフラインの多種タイプを含み、旅行、飲

食、宿泊、交通などの様々な分野を入れ

組んでいる

スマート金融

• テンセントは金融科学技術と伝統金融の

統合の推進、大湾区金融市場の相互接

続と金融協力の推進、国際金融ハブとし

ての大湾区構築に全力を尽くしている

• テンセントが一生懸命申請中の香港バー

チャルバンキングライセンスは、大湾区で

金融サービスを展開するための重要な一

環である



テンセントは大湾区建設の重要な力である若者を育成T

• 2017年、テンセントは「青年発展委員会」を設立、

「粤港澳湾区青年計画」を発表

• 2017年、第一回粤港澳大湾区青年キャンプを開

催し、三エリアの若者の科学技術革新能力の育

成に注力

• 2018年、粤港澳大湾区青年キャンプがグレード

アップし、「科学技術+文化」を中心に、豊富な経

験且つ革新的な思考能力を備えた大湾区新青

年の育成に注力

テンセント粤港澳湾区青年プログラム

• 2018年、テンセント金融学院(香港)が設立され、

粤港澳大湾区の金融科学技術人材育成プログ

ラムが開始

• 2019年、テンセント金融学院(香港)は香港大学と

覚書を締結し、金融科学技術の学位授業の提携

開始

テンセント金融学院(香港)と
大湾区金融科学技術人材育成プログラム

• 2019年、テンセントは「粤港澳大湾区青少年研

究交流プログラム」を立ち上げ、約20社以上の

大湾区重点企業、大学と社会機構を連携し、

青少年向けに有名企業と有名学校の研究交

流プロジェクトを無料で集中開放

粤港澳大湾区青少年研究交流プログラム

• 2018年、テンセント衆創空間は香港に着地し、オフ

ライン空間、創業教育、投資などのサービスを提

供し、大湾区で創業する香港青年の成長に助力

テンセント衆創空間



テンセント金融科学技術は大湾区より一層の相互接続に助力T
• 計画綱要:大湾区の電子決済システムの相互接続を促進

• Wetchat Payの日次平均取引件数は10億件以上超過

• WeChat Pay HK香港は一番早くクロスボーダーモバイル決済を実現

し、取引量は前年比10倍以上増加

• 計画要綱:大湾区内の銀行機関は財テク商品のクロス代理販売を対応可能

• テンセント理財通のユーザー数合計は1億人以上超過、「零銭通」をリリース

• 受託管理の顧客資産高は6000億人民元を超過

• 計画綱要:スマート交通システムの建設を加速し、スマート交通を積極に発展させる

• テンセント乗車QRコードは大湾区の9都市を含む100以上の地区を網羅し、ユーザ

ー数は5000万人以上超過

• WeChat Pay は香港地下鉄と連携し、近いうちに乗車QRコードの利用が可能

• 計画要綱:粤港澳保険会社は協同でクロスボーダー保険商品の開発を奨励

• テンセント微民保険（WeSure）のユーザー数は2000万人以上超過

• 70 %の顧客サービスはシステム自動化で処理され、70 %の賠償金が一日以内に着

金可能

• 計画綱要:クロスボーダー金融機関の監督管理と資金流動の監視分析を合作強化

• テンセント「霊鲲金融安全ビックデータプラットフォーム」は既に多くの地方政府部門と

連携している

• テンセントは粤港澳大湾区におけるクロスボーダー金融科学技術の規制のサンドボッ

クスの建設に助力

決済
プラット
フォーム

通信
チャージ
サービス

財テク商品
プラット
フォーム

証券業務
プラット
フォーム

革新的な
金融アプリ
ケーション

オープン
プラットフォーム

+
リスク管理
システム

AI ブロックチェーン

ビッグデータ クラウドコンピューティング
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